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発行人／佐藤 寛人

労働者福祉南部ブロック協議会（南部労福協）

2022年度定期総会(オンライン)を開催！！
メインスローガン
〜すべての働く人の幸せと豊かさを目指して、
連帯・協同で安心・共生の福祉社会をつくろう〜
南部ブロック協議会 役員体制

九州８県 ( 沖縄含む ) の各県労福協、九州労働
金庫・沖縄県労働金庫・こくみん共済 coop 九州統
括本部をはじめとした労働者福祉の各事業団体で構
成する『労働者福祉南部ブロック協議会（南部労福
協）』は、2022 年 2 月 17 日 ( 木 )、鹿児島市「ホテル・
レクストン鹿児島」において 2022 年度定期総会を予
定していましたが、新型コロナウイルスの感染が拡大し
ている状況を鑑み、南部労福協幹事会は定期総会
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口専務理事は南部労福協事務局として出席 )。滝口
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幹事 ( 大分県労福協 ) の開会挨拶で始まり、総会の

会計監査

の集合開催は困難と判断し、2022 年度定期総会を
オンラインで開催しました。総会には各県労福協から
選出された代議員、役員等、52 名が出席しました。
大分県労福協からは代議員として佐藤理事長・山本
副理事長・小畠副理事長の 3 名が出席しました。( 滝

議長団に鹿児島県労福協から上脇代議員（九州労

会計監査

名

下町 和三
片野田尚剛
藤吉 眞二
待鳥 洋文
松村 章嗣
浦本 公也
滝口元二郎
假野 耕司
成岡 義光
矢田 信浩
森田 孝徳
盛根 博史
岩木 克明
佐野敬太郎
浅井 直人
港
政彦

（敬称略）

団体名
鹿児島県労福協

理事長

鹿児島県労福協

専務理事

福岡県労福協

専務理事

佐賀県労福協

専務理事

長崎県労福協

事務局長

熊本県労福協

専務理事

大分県労福協

専務理事

宮崎中央会

専務理事

沖縄県労福協

専務理事

連合九州ブロック連絡会 事務局長
九州労働金庫

専務理事

沖縄県労働金庫

常務理事

こくみん共済coop九州統括本部専務執行役員
中央労福協幹事代理
九州労働金庫鹿児島県本部 業務推進課長
こくみん共済coop鹿児島県推進本部推進支援課長

働金庫鹿児島県本部）と佐田代議員（こくみん共済 coop 鹿児島県推進本部）を選出しました。
南部ブロック幹事会を代表して下町会長（鹿児島県労福協理事長）が挨拶、その後、来賓として中央労福
協南部事務局長、連合九州ブロック連絡会藤田代表幹事が連帯の挨拶、鹿児島県塩田知事からのメッセー
ジの後、議事に入りました。
片野田事務局長（鹿児島県労福協専務理事）から 2021 年度活動報告・決算報告並びに 2022 年度活
動方針・予算等が提案され、全ての議案が原案通り満場一致で承認されました。
●第 1 号議案

2021 年度活動報告

●第 2 号議案

2021 年度会計決算報告ならびに監査報告

●第 3 号議案

2022 年度活動方針 ( 案 )

●第 4 号議案

2022 年度予算 ( 案 )

●第 5 号議案

役員の補充選任 ( 案 )

議長団から総会スローガンが読み上げ提案され、全体の拍手で採択されました。最後に松村幹事 ( 長崎県
労福協 ) の閉会挨拶で終了しました。
労働相談

生活相談

法律相談

福祉・医療相談

消費生活相談 一人で悩まない、あきらめない、まずは相談を！

大分地区ライフサポ−トセンター 別速杵国東地区ライフサポ−トセンター
県ライフサポ−トセンター
大分県労福協ホームページ
（大分・由布エリア）
（別府・杵築・国東・日出エリア）
（県北・県南・豊肥・久大エリア）
http://oita.rofuku.net/ ☎097-538-3155（平日9時〜5時） ☎0977-26-3155（平日9時〜5時） ☎097-538-3211（平日9時〜5時）
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1.【管理受託事業】
貸会議室(ホール・会議室の利用促進)
少人数から最大285名まで収容可能な全14室、多彩なバリエーションを完備
会社説明会・試験・面接・研修・セミナー・パーティー・宴会・会食など、様々なニーズにご利用いただけます。

【オンライン会議接続例】
リモート会場としてご利用いただけます。

2．貸事務所・テナントの入居募集
＜募集区画＞
■102号室
■107号室
■201号室
■202号室
■209号室

9.61坪 事務所
4.68坪 店舗
14.17坪 店舗・事務所
16.14坪 店舗・事務所
10.61坪 店舗

（一社）大分県労働福祉会館

労福協クイズ
簡単な問題ですのでふるってご応募ください。

120
○

❶

組合員の皆様にご好評いただいている総合生協駐車
場の正式名称は次のうちどれでしょう。
①総合生協寿町パーキング
②総合生協西新町パーキング
③総合生協中央パーキング
❷ やすらぎ霊園 春のお彼岸フェアは2022年○月○日
〜○日まででしょう。○に数字を入れてね。
応 募 ・ハガキに、①・②の答えを書き、住所、氏名、
職場名を明記して下記までご応募ください。
方 法
・応募締切：2022年3月31日
（木）
（当日消印有効）
・正解者の中から抽選で10名の方にクオカード
をお送りします。
・当選者発表は、5月１日発行164号紙面にて。
あ て 〒870-0035 大分市中央町4丁目2番5号
ソレイユ6F
先
一般社団法人 大分県労働者福祉協議会編集委員会
◎
『福祉ひろば』
へのご意見ご感想などお寄せ下さい。
◎
『福祉ひろば』
へのご意見ご感想などお寄せ下さい。

第 回
︵ 号︶
労福協クイズの答え

② 安心
１円

号第 回労福協クイズに多数の

119

①
②

応募をいただきまして誠にありが

名の方が当選されまし

とうございました︒
厳正な抽選の結

果︑次の

た︒
また︑
貴重なご意見・ご感想をい

︶ 小川 知美
︵大分市︶

＝敬称略＝

豊後大野市

ただきありがとうございました︒

後藤千加子
︵

貞清 智司
︵日田市︶ 後藤美佐子
︵大分市︶

大島ゆいか
︵大分市︶ 小出紀美子
︵竹田市︶

三浦 健治
︵佐伯市︶ 近澤 健太
︵佐伯市︶

姫野 貴志
︵大分市︶ 政丸佐智夫
︵由布市︶
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162

119
162

http//www.soleil.jp

読者からの声
毎月多くの読者の皆さんからご意見・ご感想をいただい
ておりますのでご紹介します。
今後も多くの読者の声を
お聞かせ下さい。
楽しみにお待ちしております。 編集部
●2022年は「年男」。歳を重ねるたびに身体の衰えを感じ
ますが、気持ちは若く1年頑張りたいものです。
(大分市・男性)
●今年も
「福祉ひろば」
を愛読書のごとく熟読していろんな
情報をいただこうと思います。楽しいためになる情報を
拡散して下さい。
(竹田市・女性)
●今回、
「 感染症対策」の特集で、
うがいや手洗いなどに
加え、免疫力の大切さが強調されていたのが印象的で
した。免疫力を考える上で私は気の持ち方も大切な要
素だと思います。気が元と書いて元気となります。心だけ
はいつも積極的な前向きの気持ちでいる事がパワーに
なると思います。
(別府市・男性)
●コロナの感染が増え始め、
ひと時の安心も束の間でし
た。職場ではコロナへの予防をしているつもりですが、感
染症胃腸炎の流行も見られ始めています。基本のしっ
かりとした手洗いをやっていきましょう。
(国東市・女性)
この他にもご意見ご感想をいただいていますが、紙面の都合で
割愛させていただきます
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こくみん共済 coop＜全労済＞大分推進本部 ☎097-548-5552

2022年３月１日
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こくみん共済 coop＜全労済＞ホームページ https://www.zenrosai.coop
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総合生協 【住宅事業部】☎097-574-5518 【旅行センター】☎097-548-5515

2022年３月１日

１．旅行センターの活動内容
総合生協は組合員の皆様のご予算、ご希望に合わせた各種プランをご提案致します。出張、会議、各種研修、職場旅行や
家族旅行、ご宴会の手配など…ご予約、お問い合わせ、資料請求は係員までお気軽にどうぞ♪ ☎097-548-5515
❶ 旅行センターおすすめ
❷ 旅行センターおすすめ
【北海道プラン】
【レンタカー付パックプラン】

「旅行」、
「住宅」、
「駐車場」の
情報を見やすく掲載してい
ます。是非、
ご覧ください。
ホームページアドレス
http://www.sogoseikyo.jp

感染症対策をしっかり行い、安全・
安心のご旅行をご案内いたします。
ご褒美やプチ旅行に各地へ足を運
んでみるのはいかがでしょうか？
生協法に基づき、非組合員様のご利
用時には組合員出資金が必要とな
ります。尚、組合脱退時に出資金は
ご返却致します。

２．住宅事業部の活動内容

❶分譲部門
別 府 市「 新 別 府 」5 区
画、大分市「津守分譲地」
2区画を分譲中です。詳
細についてはお問い合わ
せください。

❷リフォーム部門
水廻りやクロス貼替、屋根・外壁の
外部塗装など様々なリフォームを扱っ
ています。
お客様のご要望にあったリフォーム
プランをご提案させていただきますの
で、
お気軽にお問い合わせください。

総合生協ホームページ

❸管理部門
【中央P時間貸し】
8時から18時まで40分100円
（日中最大800円）
18時から8時まで60分100円
（夜間最大500円）
【プリペイドカード】
割安なプリペイドカードもあります。
10,000円券を7,400円、
5,000円券を4,300円で好評販売中。

http://www.sogoseikyo.jp
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県生協連

☎097-527-4056

2022年３月１日
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県生協連と県行政との懇談会

県生協連役員と県行政との懇談会が、2022年1月27日
(木)大分市のアートホテル大分で開催されました。
当日は、新型コロナウイルス対策を十分行いながらの
開催となり、消費生活・男女共同参画プラザの佐藤誠一
郎所長、浜田洋一補佐、首藤英樹主幹の3名が出席し、
県議会で県生協連合会の世話役である玉田輝義県議の
出席をいただき、県生協連は青木博範会長理事をはじ
め12名の理事・監事・職員が参加しました。
この懇談会は、県生協連が県へ予算要望書を提出
し、県の回答書を受けた後、生協と行政との相互理解を
深め、連携していくための意見交換の場として毎年開催
されています。
【要望事項と回答の概要】
1．新型コロナウイルス感染症及び被害に対する支援
①医療機関や福祉施設への財政支援等の継続・強化
を全国知事会を通じて政府へ要請し、県独自の補
助金も実施しており、継続する。
②経済的な困窮者への減免制度等に努力していく。
③PCR検査体制の充実とワクチン接種の推進に努める。
④保健所の機能強化を実施中、引き続き努力していく。
⑤感染者・家族への差別対策や風評被害対策に取り
組む。
⑥コロナ関連の消費者被害防止にむけ広報・啓発を
実施。
2．消費者行政の充実・強化
①消費者行政予算の確保に向け努力していく。
②第4次大分県消費者基本計画に沿って実施する。
③消費生活相談員の確保と資質の向上のため、養成講座
や研修事業の実施、処遇改善に向けて会計年度任用職
員制度の趣旨を踏まえ市町村へ働きかけていく。
④ライフステージに応じた消費者教育を推進してお
り、成年年齢引下げによる消費者被害防止にも取り
組む。
⑤プラスチック資源循環促進法に基づき具体的に取り
組む、不法投棄の防止に引き続き取り組む。
⑥大分県消費者問題ネットワークへは法令周知の普及・
啓発、研修事業の委託を継続し連携して取り組む。
3．食の安全・安心、食品ロス削減の推進
①第5次県食品安全行動計画に基づき推進する。
②全市業者がHACCPを導入できるよう支援する。
③第3期県食育推進計画に基づき取り組みを推進する。
④県の食品ロス削減推進内容の啓発に取り組む。
⑤県内食料自給率向上に向け地産地消等に取り組む。
⑥種子法に代わる県の要綱等整備し体制を維持する。
4．生活協同組合の育成・強化
消費者行政として生協を消費者団体の中核と位置付
け、消費者教育推進、消費者被害防止の具体的取組
を連携しており、今後も連携を深めていきたい。
5．大規模災害等の被災者支援と復興・再生及び対策
県防災会議や災害対策ネットワーク会議等で取り
組み、県民安全安心メールや防災アプリ等の活用
を推進する。
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長

佐藤誠一郎

主

幹

首藤

補
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会長理事
専務理事

浜田

玉田

洋一
英樹

青木
河原
後藤
高瀬
磯崎

事

事 務 局

田辺
萩原
関谷

（敬称略）

輝義

県生協連合会世話役

博範

生協コープおおいた理事長

伸明
哲也
健一
宏一
修治

政丸佐智夫
首藤

監

消費生活班

大分県議会議員

三重野修次
事

〃
〃

大分県生活協同組合連合会

日隈

理

（敬称略）

消費生活・男女共同参画プラザ

俊一
修
潤

綾女

（敬称略）

員外
日田市民生協専務理事
グリーンコープおおいた専務理事
大分県学校生協専務理事
大分県高校生協専務理事
大分大学生協専務理事
大分県職員消費生協専務理事
自治労大分信販生協専務理事
大分県医療生協専務理事
グリーンコープおおいた常務理事
大分県生活協同組合連合会職員

6．生活困窮者支援、子育て支援、医療費助成制度の拡充
①生活困窮世帯への支援は、生活福祉資金の貸与等
細かな支援策を実施中、今後、周知と活用を促す。
「大分県ひとり親と困難な生活環境にある子ども
の支援計画」に基づき取り組む。
②「おおいた子ども食堂ネットワーク連絡会」を県
内13ブロックで開催し、関係機関と連携を推進
中、「子ども食堂」新規開設の団体等へ市町村と
連携して助成中。
③給付型奨学金や就学・学習制度の拡充を全国知事
会を通じて政府へ要請する。県立高校授業料は
「高校等就学支援金」により、年収約910万円未
満世帯は無償化、私立高校授業料は国の支援金制
度の拡充により、年収590万円世帯は実質無償
化、年収590〜910万円未満は県独自に生徒1人月
額1万円上限に減免している。
④多世代で交流できる居場所づくりへの助成金は、
令和2年度より立ち上げや拠点整備等に対し支援
を実施中。空き家の利活用は、国が市町村へ「空
き家対策総合支援事業」あり、県の「地域活力づ
くり総合補助金」を活用し空き家改修やイベント
開催が可能。
⑤子ども医療費助成の外来通院の中学生までの拡大
は、県の上乗せで16市町村が中学生まで通院医療
費を助成、大分市・別府市は住民税非課税世帯を
対象に助成中。
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☎097-568-2299

新型コロナワクチン
接種3回目
ワクチンの予防効果は時間
の経過に伴い徐々に低下して

2022年３月１日

花粉症
今年もこの季節がやってきました。
もともと人の体には異物を排除しようとする免

いくことが示唆されていま

疫機能がありますが、この体内

す。

の免疫機能のバランスが悪く

感染拡大防止、重症化予防

なってしまうことによって、体

の観点から１回目２回目の接

内に入ってきた花粉に対して過

種を終えた18歳以上の方全員

剰に反応することで起こるのが

の３回目接種が望ましいとされています。

花粉症です。

費用は、全額公費となるので無料です。
花粉を同じように吸入しても花粉症にならない
人もいて、もともとの体質の違いで遺伝的な要因
お問合せは

大分市新型コロナワクチン
コールセンター

☎0120-097-321

もあるようですが、基本的には「免疫機能のバラ
ンスが取れている」ということが大事なようです。
規則正しい生活（バランスの取れた食事に十分
な睡眠。適度な運動）をおくって免疫力を高める
ことを心がけましょう。

大分協和病院では３回目接種のみを行っていま
す。直接のご予約は承っていませんので、コール
センターへお問合せ下さい。
ワクチン接種を一度も受けていない方で、これ
から接種を検討されている方は令和４年９月30日
までは全額公費となります。
１回目や２回目の接種をご希望の方も、大分市
新型コロナワクチンコールセンターへお問合せ下
さい。
この現代病のようにも思われる花粉症の歴史は
古く、紀元前1800年代のバビロニアの呪文に、
花粉症らしき症状が記されているそうです。これ
はちょっと本当に花粉症なの？と信じがたいです
が、紀元前100年ごろの古代中国の記録では、
「春
にくしゃみ、鼻みず、鼻づまりが増える」とあり
ます。
意外にも人と花粉症は古い付き合いの間柄のよ
うです。

勤労者医療生協ホームページ

http://oitakyowa-hp.org/
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（公財）やすらぎ霊園 ☎097-598-0100

2022年３月１日

「 や すらぎ 霊 園 」は 、働く仲 間 が 創 った 総 合 生 協 グ ル −プ の 一 員 で す

TEL.
大分市大字竹中字上長谷613-1 ［

097-598-0100

大分市葬斎場入口より２分］

FAX.097-598-0101

詳しくは やすらぎ霊園

